日本語/英語能力アンケート
QUESTIONNAIRE ON YOUR JAPANESE & ENGLISH LANGUAGE SKILLS
Tokyo Winter program 2018
氏名 Name (in print)

年齢 Age

専攻 Major

副専攻 Minor

学年 Currently Attending

1年生 Freshman

2年生 Sophomore

大学院生 Graduate Student
母語 First (native) language

I.

日本語能力

My Japanese Proficiency

Have you ever taken JEES Japanese Language
Proficiency Test ?
Grade

4年生 Senior

国籍
Nationality

日本語能力試験を受験したことがありますか
( http://www.jees.or.jp/jlpt/ )

級

3年生 Junior

卒業生 Graduated

受験した時期
Year/Month

いいえ
No

はい
Yes

「はい」の場合は下記にその結果を記載
してください。If, Yes, indicate the
results.

結果 Result

/

合格Pass

不合格Fail

/

合格Pass

不合格Fail

得点

Score

その他の日本語能力を測る試験を受験した場合はその結果を記載してください。
If you have taken any other language test to measure Japanese language ability, indicate the results.
試験の名称
Name of the test

受験した時期
Year/Month

結果 Result

/
/
能力 Skill
リスニング能
力・話す能力
Listening and
Speaking

読む能力
・書く能力
Reading and
Writing

II.

英語能力

自己採点によりあてはまる

習熟度 Proficiency and Measure
にチェックを入れてください。Check

on your own judgement

あいさつや簡単な会話を理解することができる。
I can understand greetings and simple conversation.
買い物をしたり道を聞いたりできる。 I can shop and ask directions.
要求や拒否ができる。I can request and refuse.
一般的な話題について意見を言うことができる。 I can express my opinion on social topics.
ひらがなやカタカナの文章を読んだり、書いたりできる。
I can read and write sentences in hiragana and katakana.
漢字混じりの電子メールの短い文章を読んだり書いたりできる。
I can read and write short e-mail with some kanji.
漢字混じりの 文章を読んだり書いたりできる。
I can read and write passages with some kanji.
特定の分野に関する記事を読み，専門的な報告書を書くことができる。
I can read articles on special topics; and write a technical report.

My English Proficiency

英語能力を測る試験を受験した場合はその結果を記載してください。
If you have taken any language test to measure English language ability, indicate the results.
試験の名称
Name of the test

受験した時期
Year/Month

結果 Result

/
/
能力 Skill
リスニング能
力・話す能力
Listening and
Speaking

読む能力
・書く能力
Reading and
Writing

自己採点によりあてはまる

習熟度 Proficiency and Measure
にチェックを入れてください。Check

on your own judgement

あいさつや簡単な会話を理解することができる。
I can understand greetings and simple conversation.
買い物をしたり道を聞いたりできる。 I can shop and ask directions.
要求や拒否ができる。I can request and refuse.
一般的な話題について意見を言うことができる。 I can express my opinion on social topics.
文章を読んだり、書いたりできる。
I can read and write sentences in English.
電子メールの短い文章を読んだり書いたりできる。
I can read and write short e-mail.
特定の分野に関する記事を読み，専門的な報告書を書くことができる。
I can read articles on special topics; and write a technical report.
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氏名 Name (in print)
あなたの日本語能力の範囲で構いませんから，日本語(100字以上)で自己紹介をしてください。(できれば、手書きでお願いします。)
Write an essay in 100 characters or more on "jikoshokai (self-introduction)" in Japanese as much as you can. (preferably in
handwriting)

氏名 Name (in print)
あなたの日本語能力の範囲で構いませんから，英語(100単語以上)で自己紹介をしてください。(できれば、手書きでお願いします。)
Write an essay in 100 words or more on self-introduction in English as much as you can. (preferably in handwriting)

以

上

